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▲名城公園キャンパス

昭和36年(1961年)に法学部第1回卒業生が卒業してから、令和3年(2021年)の今年
で60年が経ちました。これを記念して法学部同窓会創立60周年記念式典・懇親会
を開催する予定です。
懐かしい友と語り合いながら、名古屋東急ホテルにてホテル自慢の料理をお楽しみ
ください。

日　時　

場　所　

会　費

          

2021年6月26日（土）
受付 午後4時から

名古屋東急ホテル

一人 10,000円（会員のみの参加となります）
（2020年と2021年3月学部卒業会員は5,000円です）

会費は当日徴収させて頂きます。当日の欠席はご遠慮ください。
※詳細は3頁をご覧ください。

お願い
記念式典・懇親会などについては、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により変
更または中止になる場合がございます。
このような場合は、法学部同窓会ホームページに掲示して、ご案内させていただきます。
ホームページにて、ご確認をお願いいたします。

https://agu-houdousoukai.com/
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総会は、広報部高橋正子さんの司会・進行で行われ、中津範
明会長の挨拶後、議長・書記を選出・選任し各議案を提議し、
質疑応答の上、すべて承認されました。

議　 題
１．会則の改正(案)
２．令和元年度事業報告
３．令和元年度会計報告
　　　　　監査報告
４．令和２年度事業計画(案)
５．令和２年度予算(案)

令和2年度の定期総会・講演会・懇親会は、2020年6月20日(土)
名古屋東急ホテルで開催予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の為、講演会と懇親会を中止し、定期総会の
みを10月3日(土)に開催いたしました。
10月3日（土）の定期総会には、コロナ禍の中25名の参加をい
ただき、下記の通り各議案を審議して承認されました。

定期総会開催と講演会・懇親会中止報告

総 会 報 告

令和２年度

令和3年度 定期総会・創立60周年記念式典・懇親会令和3年度 定期総会・創立60周年記念式典・懇親会

● 今年度はソーシャルディスタンスに配慮し、ご本人のみの参加とさせて頂きます。
● 会費は当日徴収させて頂きます。　● 当日の欠席はご遠慮ください。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により変更・中止の場合は、法学部同窓会ホームページに掲示して、ご案内いたします。

定期総会・創立60周年記念式典・懇親会は次のように予定をしております。

日　時 2021年6月26日（土）
場　所 名古屋東急ホテル
会　費 10,000円（会員のみ参加） 2020年と2021年3月学部卒業会員は5,000円

● 受　　付 ： 16：00～
● 定期総会 ： 16：30～17：00
● 創立60周年記念式典と懇親会 ： 17：30～20：00

１. 創立60周年記念式典と懇親会の開催　　２. 記念論文集 第六巻の刊行

予告
昭和36年に法学部第1回生が卒業してから今年で60年が経ちます。

令和3年度定期総会に合わせ、法学部同窓会創立60周年記念事業とし、次の2つを行います。

学長就任のご挨拶学長就任のご挨拶

第6代学長　引田  弘道

令和2年4月1日より、前任の佐藤悦成学長
（現、愛知学院副理事長）の後を受けて第6代
学長に就任いたしました。浅学菲才の身であり
ますので、何かと至らぬ点がありますが、ご寛容
のほどよろしくお願い申し上げます。昨年春より
新型コロナウイルスが猛威をふるっております。
感染の恐怖、さらには人々の行動自粛による経
済活動の停滞は、世界中の人たちを大きな不安
に陥れています。本学も、令和2年4月には、国
の緊急事態発出を受けて、従来の対面による授
業から遠隔授業へと大きく教育体制を変更致し
ました。構内にも立ち入ることが出来ず、クラブ
活動も制限され、学生諸君、特に新入生の皆さ
んには大変つらい一年であったと思います。秋
学期はゼミ、語学、実験、実習科目を中心に少し
ずつ対面授業を行い、クラブ活動も指導者立ち
合いのもとで開始しました。一年生はなるべく
週に二日はキャンパスに足を踏み入れ、友達と
会話ができるよう対面授業を開きました。法学
部では先生方が感染防止の努力をされながら、
昨年9月の初旬に新入生を集めてのオリエンテ
ーションを開催されました。
また同窓会、後援会等の皆様からも多大なご

寄付を賜り、このコロナ禍で経済的に苦しんで
いる学生に対して「新型コロナウイルス感染対
策緊急奨学金」制度を立ち上げ、令和2年度には

３回にわたって募集を行いました。令和3年度も
本奨学金の募集を実施する予定でおります。何
とか一人でも多くの学生が教育を受け続けられ
るよう就学支援をしていきたいと思います。
法学部は令和2年度より、1年生から名城公園
キャンパスに移転しました。学び慣れた緑豊か
な日進キャンパスから都心型のキャンパスに変
更になります。移転に伴い、愛知県庁、名古屋市
役所に近いという立地を活かして、商学部・経営
学・経済学部と共同して「産官民提携講座Ⅰ」で
は愛知学院大学税法会計人会と、「産官民提携
講座Ⅵ」では愛知県社会保険労務士会との提携
講座を開きます。さらに「法実務概論I（司法実
務）」では弁護士、検察官、裁判官等法律実務家
を講師としてお迎えし、司法制度の現実につい
て講義をしていただいております。また「キャリ
アデザインと法学」の科目では、従前より同窓会
のご支援賜りながら同窓生の皆様の貴重な経験
を法学部の学生に講演していただいております。
今後ますます複雑化し、混迷化する社会にあ
って、卒業生が頼れるのは同窓会の先輩諸氏で
ありましょう。同窓会の皆様の叡智と豊富な人
生体験をお借りしながら、法学部の学生が充実
した大学生活を送り、卒業後も安心して働くこと
ができるよう、同窓会の皆様のなお一層のご協
力を賜りたいと念願しております。
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本学卒業生弁護士による 第10回

１　はじめに
初めまして。弁護士の柳川豊と申します。私は、愛知学

院大学法科大学院を卒業後、司法試験に合格しました。
私は、司法試験に合格するまでの間、テニスのコーチをし
ていたということもあり、スポーツ法の分野に関心があ
ります。今回は、スポーツ中の事故について、お話したい
と思います。
２　法律
民法７０９条には、「故意又は過失によって他人の権利

又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによっ
て生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されていま
す。これを、簡単にスポーツ事故に当てはめてみると、
『わざと、または、不注意で、スポーツ中のプレーによっ
て、相手に怪我をさせてしまった場合には、その怪我によ
る損害を賠償しなければならない。』ということになると
考えられます。
通常は、スポーツの世界において、『わざと』怪我をさ

せるということは考えられない（考えたくない）ので、「過
失」すなわち『不注意』について考えることになります。
３　過失
何が「過失」に当たるかについては議論がありますが、

一般的には、「過失」とは、その損害が発生することの
『予見可能性』があって、適切に行動すれば結果を回避
できる『結果回避可能性』があったにもかかわらず、結果
を回避する義務に違反したこと（『結果回避義務違反』）
と考えられています。
４　具体例
では、具体的に考えてみましょう。
①Ａ君が、周りに人がたくさんいる中でラケットを持っ

て素振りを始めたため、そのラケットが隣のＢ君の頭に
当たり、Ｂ君が大けがをした。
②Ａ君とＢ君がダブルスを組んでいて、二人の間に落ち

たボールにＡ君が何とか追いついて打ったが、その際にＡ
君のラケットがＢ君の頭に当たり、Ｂ君が大けがをした。
①については、周りに人がたくさんいる中で素振りを

始めれば、当然、そのラケットが誰かに当たる可能性があ
るので、「予見可能性」が認められます。また、周りと距
離を取れば簡単に結果発生を回避できるので、「結果回
避可能性」も認められます。そして、周りに人がたくさん
いる中でラケットを振ってはいけませんので、「結果回避
義務違反」があると考えられます。
そうすると、①の事例は、過失があると考えられます。
他方、②の状況で、ペアにラケットが当たる可能性はあ

り、「予見可能性」が認められます。また、Ａ君がその
ボールを追わなければ、結果発生を回避できるので、「結
果回避可能性」も認められます。しかし、どちらかがその
ボールに追いついて打ち返さなければ、Ａ君Ｂ君ペアは
失点してしまいますし、Ｂ君はそのボールに追い付けない
かもしれません。そのような状況において、Ａ君はその
ボールを打ってはいけないとはいいにくいので、「結果回
避義務違反」がないと考えられます。
そうすると、②の事例は、過失がないと考えられます。

５　結論
ただ、ここでひとつ言いたいことは、過失の判断は、個

別具体的なあらゆる事情を基に判断されるものであると
いうことです。①や②の事情であっても、その他の事情に
より、結論が変わる可能性も十分にあります。
このように、スポーツ事故であっても、過失が認められ

れば損害賠償請求が認められる可能性があります。ス
ポーツだからという理由で被害者が一人で損害を抱え込
む必要はないのです。
スポーツにおいては、誰もが加害者になり得ることを

自覚したうえで、事故が起きないよう安全なプレーを心
掛け、これからもスポーツを楽しんでいきましょう。

スポーツ事故による損害賠償について
弁護士　柳川　豊

本学卒業の弁護士本学卒業の弁護士 （敬称略）
氏　名　　　　　所属先　　　　　　　　　　　　　  〒　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

村田法律事務所
桜月法律事務所
弁護士法人隼綜合法律事務所 日進事務所
垂井町法律事務所
東海ブライト法律事務所
堀田泰成法律事務所
いこいの森法律事務所
高蔵寺駅前法律事務所
春日井法律事務所
実法（みのり）法律事務所
三浦法律事務所
いこいの森法律事務所
弁護士法人クローバー
島田綜合法律事務所
せせらぎ法律事務所
永谷和之法律事務所
弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所
すずたか総合法律事務所 名古屋オフィス
あすなろ法律事務所
西山・下出法律事務所
せせらぎ法律事務所
豊田シティ法律事務所
弁護士法人クローバー

名古屋市中村区大秋町3-29 ユーハウス本陣202
京都市中京区西ノ京職司町26-15 新近江ビル４階
日進市竹の山３丁目４１５
岐阜県不破郡垂井町表佐５０７-１ デジマックス垂井２階
東海市大田町後田２０-１ ソラト太田川２階
名古屋市中区丸の内３丁目４１ ＡＭビル９階
名古屋市中区丸の内３丁目６-４１ DDSビル６階
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量刑の思考枠組み
野村　健太郎　教授
2020年12月20日
成文堂
1冊4,400円（税込）
刑事裁判で有罪判決を受けた被告人に言い
渡すべき刑を決める手続き（量刑）について、刑法学（刑法解釈学）
の見地から、一定の思考枠組みを示すことを試みた論文集。

このたび法学部の先生が書籍を出版されましたので
ご案内します。
法学部同窓会では、本学法学部に関係ある先生・卒
業生・在学生が学術研究に関する書籍を出版したと
きには選考のうえ助成をすることにしております。こ
の書籍は助成をしました。
（詳しくは同窓会事務局へお問い合わせください。）
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2020年（令和２年）7月20日 同窓会室において奨
学金給付を行いました。奨学生は、在学部生と大学
院生から公募され、選考された奨学生に対して、同
窓会から奨学金（年額24万円）が給付されました。

この度は、令和２年度法学部同窓会奨学
生に選定して頂き、誠にありがとうござい

ます。今回奨学生として選んで頂けたからには、同窓会の皆様の
ご期待に沿えるよう、より一層勉学に励んで参りたいと思います。
そして、残りの学生生活は、これまでお世話になった方々に感謝
し、奨学生としての自覚を忘れず、自分の将来の目標に向かって悔
いが残らないよう、今まで以上に努力していきます。今回は本当に
ありがとうございました。

この度は、2020年度法学部同窓会奨学
生に選出して頂き、誠にありがとうございま

す。今の充実した学生生活を送ることができているのは、ひとえに
日々支えてくださっている家族や先生方、そして切磋琢磨してきた
友人たちのおかげです。今後も、感謝の気持ちを忘れることなく
先輩方の期待に沿えるよう、より勉学やゼミの活動に妥協するこ
となく励み、社会で活躍できる人間に一歩でも近づけるよう誠心
誠意尽力していきます。

小川　穂乃香（オガワ　ホノカ）
現代社会法学科 3年

この度は2020年度法学部同窓会奨学
生に選出していただき、誠にありがとうござ

います。充実した学生生活を日々支えてくれた家族、先生方、友人
に感謝しています。一層勉学に励み、積極的に何事にも取り組ん
でいき、残りの大学生活では、より多くの知識を身に付け、経験を
積むことによって、将来の目標のためのさらなる力を得ていきたく
思っています。

小池　穂乃花（コイケ　ホノカ）
法律学科 3年

今回、法学部同窓会の奨学生に選ばれる
ことができて、大変嬉しく思います。私が奨

学生に選ばれることができたのは、私を近くでいつも支えてくれる
方達のおかげだと思っています。これから、私はしっかりとした目
標を持ち、常に向上心を持って、日々の学習に励んでいきます。そ
して、いつも支えてくれている周りの方達を、今度は私が支えられ
るような頼りがいのある社会人になります。

竹内　亜望利（タケウチ　アミリ）
現代社会法学科 3年　

染川　輝（ソメカワ　ヒカル）
法律学科 3年

この度は法学部同窓会奨学生に選定して
いただき、誠にありがとうございます。これ

まで私が充実した学生生活を送ることができたのは日々支えてく
れている家族や先生方、切磋琢磨してきた友人達のおかげです。
これからはより一層勉学に励むとともに、剣道部の主将として全
国大会上位入賞を目指して精進して参ります。そして、感謝の気持
ちを忘れずに、文武両道を目指してこれからも目標に向かって努
力していきます。

清水　公陽（シミズ　コウヨウ）
法律学科 4年

法学部奨学生
からのメッセージ

法学部奨学生
からのメッセージ
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本学卒業生弁護士による 第10回

１　はじめに
初めまして。弁護士の柳川豊と申します。私は、愛知学
院大学法科大学院を卒業後、司法試験に合格しました。
私は、司法試験に合格するまでの間、テニスのコーチをし
ていたということもあり、スポーツ法の分野に関心があ
ります。今回は、スポーツ中の事故について、お話したい
と思います。
２　法律
民法７０９条には、「故意又は過失によって他人の権利
又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによっ
て生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されていま
す。これを、簡単にスポーツ事故に当てはめてみると、
『わざと、または、不注意で、スポーツ中のプレーによっ
て、相手に怪我をさせてしまった場合には、その怪我によ
る損害を賠償しなければならない。』ということになると
考えられます。
通常は、スポーツの世界において、『わざと』怪我をさ
せるということは考えられない（考えたくない）ので、「過
失」すなわち『不注意』について考えることになります。
３　過失
何が「過失」に当たるかについては議論がありますが、
一般的には、「過失」とは、その損害が発生することの
『予見可能性』があって、適切に行動すれば結果を回避
できる『結果回避可能性』があったにもかかわらず、結果
を回避する義務に違反したこと（『結果回避義務違反』）
と考えられています。
４　具体例
では、具体的に考えてみましょう。
①Ａ君が、周りに人がたくさんいる中でラケットを持っ
て素振りを始めたため、そのラケットが隣のＢ君の頭に
当たり、Ｂ君が大けがをした。
②Ａ君とＢ君がダブルスを組んでいて、二人の間に落ち

たボールにＡ君が何とか追いついて打ったが、その際にＡ
君のラケットがＢ君の頭に当たり、Ｂ君が大けがをした。
①については、周りに人がたくさんいる中で素振りを

始めれば、当然、そのラケットが誰かに当たる可能性があ
るので、「予見可能性」が認められます。また、周りと距
離を取れば簡単に結果発生を回避できるので、「結果回
避可能性」も認められます。そして、周りに人がたくさん
いる中でラケットを振ってはいけませんので、「結果回避
義務違反」があると考えられます。
そうすると、①の事例は、過失があると考えられます。
他方、②の状況で、ペアにラケットが当たる可能性はあ

り、「予見可能性」が認められます。また、Ａ君がその
ボールを追わなければ、結果発生を回避できるので、「結
果回避可能性」も認められます。しかし、どちらかがその
ボールに追いついて打ち返さなければ、Ａ君Ｂ君ペアは
失点してしまいますし、Ｂ君はそのボールに追い付けない
かもしれません。そのような状況において、Ａ君はその
ボールを打ってはいけないとはいいにくいので、「結果回
避義務違反」がないと考えられます。
そうすると、②の事例は、過失がないと考えられます。

５　結論
ただ、ここでひとつ言いたいことは、過失の判断は、個

別具体的なあらゆる事情を基に判断されるものであると
いうことです。①や②の事情であっても、その他の事情に
より、結論が変わる可能性も十分にあります。
このように、スポーツ事故であっても、過失が認められ

れば損害賠償請求が認められる可能性があります。ス
ポーツだからという理由で被害者が一人で損害を抱え込
む必要はないのです。
スポーツにおいては、誰もが加害者になり得ることを

自覚したうえで、事故が起きないよう安全なプレーを心
掛け、これからもスポーツを楽しんでいきましょう。

スポーツ事故による損害賠償について
弁護士　柳川　豊
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この度は、令和２年度法学部同窓会奨学
生に選定して頂き、誠にありがとうござい
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標を持ち、常に向上心を持って、日々の学習に励んでいきます。そ
して、いつも支えてくれている周りの方達を、今度は私が支えられ
るような頼りがいのある社会人になります。
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れている家族や先生方、切磋琢磨してきた友人達のおかげです。
これからはより一層勉学に励むとともに、剣道部の主将として全
国大会上位入賞を目指して精進して参ります。そして、感謝の気持
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学生時代の体験が
　　　その後の進路に

名城公園キャンパスの、紅葉に彩られた名古屋城を眼下に眺めるラウンジで、服部朗先生に
お話を伺いました。先生は、学生時代の体験、授業準備や執筆等で多忙な近況を、熱意を込
めて丁寧に語ってくださいました。

服部　朗（はっとり あきら）教授　
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■研究テーマ　：　融合分野としての少年法

■主要著書
〔単　著〕　『少年法における司法福祉の展開』（成文堂、2006年）
　　　　　『アメリカ少年法の動態』（成文堂、2014年）
　　　　　『少年法、融合分野としての』（成文堂、2021年）
〔共編著〕　『ハンドブック少年法』（明石書店、2000年）
〔共　著〕　『少年法の理念』（2010年、現代人文社）
　　　　　『改訂新版司法福祉』（2017年、生活書院）　など

原点となった体験
服部先生が少年法を専攻されたきっかけは､学生時代に引き
受けた家庭教師である。
｢中３の子でした。私と話す時は、とてもやさしくて、素直な
いい子なのに。外ではシンナーを吸ったり、グループの抗争に
行くような子で､世間的にいえば“非行少年”だったんです｣
その大きなギャップに戸惑いを感じ､どんなふうにその子に
関わっていけばいいのか悩んだ。その折、1冊の本と出会う。
「ひとむれ」と題する、北海道家庭学校の校長先生が書かれ
た本である。北海道家庭学校は、オホーツク海に近い遠軽(え
んがる)という町にある児童自立支援施設（当時は教護院）で
ある。取材当日､服部先生は、学生のとき手にした本を見せてく
れた｡表紙は所々めくれ､帯は日に焼け､長年大切にされている
ことがわかる。愛着と年季がこもっている。
｢ひとむれ｣と出会い､ここで実習したいと学校へ手紙を書い
た｡しかし、実習資格を持たないため、断られる。それでも思い
は消えず､翌年もう一度手紙を書いた｡そして、その年の秋､１週
間、実習の機会を与えてもらった。
｢貧乏学生でしたからね。全線急行で３日かけて行きました
よ｣と笑う。家庭学校から届いた葉書や、当時の子どもたちか
らの寄せ書きも見せてもらった。まるで数年前の箱を開いたよ
うに、鮮明に語られる体験談は、とても45年も時間を経たと
は思えないほど、鮮やかに服部先生の中に在ると感じた。
実習期間は､子どもたちと同じ寮に寝泊まりし､一緒にご飯を
食べ､風呂に入り、作業をした｡そして､翌年の冬に同校を再び訪
ねる｡｢2度目は２月だったので、マイナス20℃ぐらいでしたね。
極寒の地なんです｣。遠軽駅から家庭学校までの４ｋｍの道を
歩いていったエピソードに並々ならぬ決意が現れている｡「カメ
ラは持っていきませんでした。お客さんにならないように」
｢そんなにアクティブな方じゃない｣と自身を形容するが､この
場所を自分の目でちゃんと見ようという固い決意が込められて
いると感じた。
そして今、｢この子どもたちとの出会いと、家庭学校での実習
体験が､私の研究の原点｣と明言する。

現場に学ぶ
服部先生に少年法の学び方を聞いてみた。｢少年法を法律の
一分野として狭く捉えてしまうのではなく、医学、心理学、社会
学、教育学、社会福祉学などの〝人間関係諸科学″との関連を
大切にして、幅広い視点から学ぶことが必要です。それと、非
行の背景について考えること、見えにくいものを捉えようとい
う姿勢が大切ですね｣
本当の問題に迫らないと、問題の解決に至らない、と強調す
る｡｢非行は外にあらわれた結果ですが、その背景をたどってい
くと、家庭内の葛藤、対人関係の不調、挫折の体験など、その
子が成長に向けて悩んでいる姿がみえてくる｣という。
そして、ゼミでは､学生と一緒に、家庭裁判所や少年院など、

少年法や児童福祉法の現場を訪ねる｡児童福祉施設の子ども
たちと交流の時間をもつこともある。「現場には、本に書いて
ないことがいっぱいあります」。今年はコロナの影響で見学が
できないが､埼玉の児童養護施設でワーカーとして働く卒業生
や、地方公務員として市民にかかわる卒業生とオンラインでつ
なぎ､じっくりと現場の話を聞くことができた。「こういうとき
だからこそ、できることがある。必要なら海外とオンラインで
つないでゼミをやりたい」、とも語る。
服部先生が法学部長を務めていた時､同窓会に相談して実現
したのが、ゲストスピーカーの制度である。いろんな部門の専
門家や、当事者の方々を講義に招聘し、学生たちに話をしても
らう。今では、法学部のなかにしっかりと根付いた制度になっ
ている｡
「現場や、当事者の話から学ぶことは本当に多いです。現場
だから見えること、当事者だからわかること、があります」「同
窓会には大変感謝しています。今後もご指導ご支援をお願いし
ます」、と言葉を添えた。
そんな授業を受けている学生たちだからか、県庁、市役所、
警察官、中学や高校の先生、法務教官（少年院の先生）、裁判
所書記官、国税専門官、民間企業、起業家など、進路は多様だ
と聞く。
「現場に学ぶのが大切｣と語るのは､先生自身が学生の時に
体験した家庭学校での時間が､後に大きな意味を持ったことに
も起因するのかもしれない｡

チャレンジと感謝
2021年春に服部先生の書かれた少年法の教科書が刊行さ
れる予定である｡５年間､原稿に向かってきた。とくに最近、“有
難い"と感じるという。
「信頼できる優秀な同僚と､若い有望な学生たちに囲まれ
て、この歳まで研究生活を続けられ､なんとか元気に教科書の
執筆にチャレンジできる。これは“感謝”しかないですよ｣と話
しながら､その先の夢を伺うと、料理作り、とくにイタリアンが
楽しそうだと快活に笑う。その姿にまだまだ旺盛な活力を感じ
ずにはいられない。　　

2021年度より法学部長を拝命いたしました杉原丈史です。本学法学部へ行政
法担当として赴任してから17年が経ち、その間、後述する同窓会の御支援もあっ
ての充実した研究教育環境の下で、フランス在外研究の機会も与えていただくな
ど、様々な御恩を賜りました。そこで、歴代の諸先生方に比べれば相当のスケール
ダウンは否めない未熟者ではございますが、報恩感謝の一念から、当学部の更な
る発展に向けて少しでもお役に立てるよう全力を尽くす所存です。
さて、法学部の現状につきましては、2020年4月に名城公園キャンパス（MKC）
という新天地を得て幸先よくリスタートを切るはずだったのですが、新型コロナ
ウイルス感染症の流行により、入学式中止、春学期開始の延期、入構原則禁止と
いう物々しい状況下での船出を余儀なくされました。前任の堅田研一学部長が、在学生
1,256名（法律学科807名・現代社会法学科449名）の生命・健康保護と物心両面からのケ
ア、学部教育体制の確保、そして教職員のサポートといった、いずれも非常に困難な課題に対し
て、文字通り身を粉にして取り組まれ、しかも移転に伴う数々の調整問題も抱えながら、見事
な舵取りをされた御蔭で、オンライン・オンデマンドによる遠隔授業をベースに、秋学期から
は演習のような少人数科目に加え、講義も1年次科目を中心に隔週登校などの感染対策を徹
底しつつ、対面授業を再開するまでに至りました。後者の科目の中には、移転の目玉として新
設された外部連携講座「産官民提携講座Ⅰ 税理士による租税講座」（春学期から繰越開講）・
「法実務概論Ⅰ（司法実務）」・「同Ⅱ（地域行政実務）」も含まれています。法学部の各教員
（とりわけ昨年4月に赴任された永岩慧子先生・波多江悟史先生には、1年目から多大な負担
をおかけして誠に申し訳ない次第です）も、機器の調子やシステムの改変に翻弄されながら、
従前と全く異なる授業スタイルに適応すべく創意工夫を重ねて参りました。ある先生によれ
ば、研究室で講義の録画をお昼から始めて、気づけば日付を超えていたなどということもあっ
たといいます。
とりわけ大学新生活をMKCで仲間と共に始められなかった法学部新入生304名のために、
秋学期開始直前の9月初旬、当学部の新たな拠点となる10階建のアリスタワーにて、基礎演習
Ⅰ数ゼミ単位で丸3日間かけて「法学部1年生交流会」を無事開催できたことは何より感慨深
いものでした。夏前から、鈴木伸智教授を中心としたプロジェクトチームが、感染状況の推移
も全く読めない中、慎重かつ入念に準備と対策を積み重ねた結果、人影も疎らだった新キャン
パスにようやく1年生の溌溂とした笑顔が咲き誇ったのです。また、将来法学部を目指す受験
生に向けても、夏と秋のオープンキャンパスでは両学科でONLINE相談会「何でも聞いてみよ
う」の開催、12月にはPR大使の学部生によるキャンパスツアーと、世の中の感染状況を注視
しつつ対応を充実させて参りました。
もちろん、こうして学部一丸となって前代未聞の「緊急事態」に立ち向かうことができました
のも、法学部同窓会の並々ならぬ御支援の賜物であります。教育面では、長年に亘り企画運営
からOB・OG講師派遣まで御協力いただいている「キャリアデザインと法学」こそ、昨年度は残
念ながら閉講せざるをえませんでしたが、「法学部生専用宅建講座」については、例年同様の
補助をいただき、遠隔形式も活用しながら実施されました（89名受講）。また、ゲストスピーカ
ー助成は遠隔授業の充実にも大いに威力を発揮しました。経済面では、毎年の同窓会奨学金給
付に加えて、今般のコロナ禍による困窮学生への全学的支援の取り組みである「新型コロナウ
イルス感染症対策緊急奨学金」にも、6学部の同窓会合同にて多額の御寄付を賜りました。こ
うした多方面にわたる御尽力の御蔭をもちまして、2020年度の宅建講座受講生からは10名の
宅建合格者（10/18試験；うち1年生2名）を輩出し、また、4年生の公務員試験の合格状況も、
本紹介の執筆時点（2月初旬）のデータですが、地方公務員12名、国家公務員12名（うち自衛
官6名）、警察官29名、消防官2名と、とりわけ行政職で例年にない高水準を示しております。
今年度も新型コロナ対応はまだまだ続いていくこととなるでしょうが、法学部教員一同、こ
れからも今できることを一つひとつ着実に行うことで、当学部の輝かしい未来に向けて歩みを
進めていきたいと思いますので、同窓生のみなさま方には、より一層の御支援と御協力を賜り
ますよう、心よりお願い申し上げます。

 (2020年11月にインタビューしました)

法学部長就任のご挨拶と法学部の現状紹介法学部長就任のご挨拶と法学部の現状紹介
法学部長　杉原 丈史
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原点となった体験
服部先生が少年法を専攻されたきっかけは､学生時代に引き
受けた家庭教師である。
｢中３の子でした。私と話す時は、とてもやさしくて、素直な
いい子なのに。外ではシンナーを吸ったり、グループの抗争に
行くような子で､世間的にいえば“非行少年”だったんです｣
その大きなギャップに戸惑いを感じ､どんなふうにその子に
関わっていけばいいのか悩んだ。その折、1冊の本と出会う。
「ひとむれ」と題する、北海道家庭学校の校長先生が書かれ
た本である。北海道家庭学校は、オホーツク海に近い遠軽(え
んがる)という町にある児童自立支援施設（当時は教護院）で
ある。取材当日､服部先生は、学生のとき手にした本を見せてく
れた｡表紙は所々めくれ､帯は日に焼け､長年大切にされている
ことがわかる。愛着と年季がこもっている。
｢ひとむれ｣と出会い､ここで実習したいと学校へ手紙を書い
た｡しかし、実習資格を持たないため、断られる。それでも思い
は消えず､翌年もう一度手紙を書いた｡そして、その年の秋､１週
間、実習の機会を与えてもらった。
｢貧乏学生でしたからね。全線急行で３日かけて行きました
よ｣と笑う。家庭学校から届いた葉書や、当時の子どもたちか
らの寄せ書きも見せてもらった。まるで数年前の箱を開いたよ
うに、鮮明に語られる体験談は、とても45年も時間を経たと
は思えないほど、鮮やかに服部先生の中に在ると感じた。
実習期間は､子どもたちと同じ寮に寝泊まりし､一緒にご飯を
食べ､風呂に入り、作業をした｡そして､翌年の冬に同校を再び訪
ねる｡｢2度目は２月だったので、マイナス20℃ぐらいでしたね。
極寒の地なんです｣。遠軽駅から家庭学校までの４ｋｍの道を
歩いていったエピソードに並々ならぬ決意が現れている｡「カメ
ラは持っていきませんでした。お客さんにならないように」
｢そんなにアクティブな方じゃない｣と自身を形容するが､この
場所を自分の目でちゃんと見ようという固い決意が込められて
いると感じた。
そして今、｢この子どもたちとの出会いと、家庭学校での実習
体験が､私の研究の原点｣と明言する。

現場に学ぶ
服部先生に少年法の学び方を聞いてみた。｢少年法を法律の
一分野として狭く捉えてしまうのではなく、医学、心理学、社会
学、教育学、社会福祉学などの〝人間関係諸科学″との関連を
大切にして、幅広い視点から学ぶことが必要です。それと、非
行の背景について考えること、見えにくいものを捉えようとい
う姿勢が大切ですね｣
本当の問題に迫らないと、問題の解決に至らない、と強調す
る｡｢非行は外にあらわれた結果ですが、その背景をたどってい
くと、家庭内の葛藤、対人関係の不調、挫折の体験など、その
子が成長に向けて悩んでいる姿がみえてくる｣という。
そして、ゼミでは､学生と一緒に、家庭裁判所や少年院など、

少年法や児童福祉法の現場を訪ねる｡児童福祉施設の子ども
たちと交流の時間をもつこともある。「現場には、本に書いて
ないことがいっぱいあります」。今年はコロナの影響で見学が
できないが､埼玉の児童養護施設でワーカーとして働く卒業生
や、地方公務員として市民にかかわる卒業生とオンラインでつ
なぎ､じっくりと現場の話を聞くことができた。「こういうとき
だからこそ、できることがある。必要なら海外とオンラインで
つないでゼミをやりたい」、とも語る。
服部先生が法学部長を務めていた時､同窓会に相談して実現
したのが、ゲストスピーカーの制度である。いろんな部門の専
門家や、当事者の方々を講義に招聘し、学生たちに話をしても
らう。今では、法学部のなかにしっかりと根付いた制度になっ
ている｡
「現場や、当事者の話から学ぶことは本当に多いです。現場
だから見えること、当事者だからわかること、があります」「同
窓会には大変感謝しています。今後もご指導ご支援をお願いし
ます」、と言葉を添えた。
そんな授業を受けている学生たちだからか、県庁、市役所、
警察官、中学や高校の先生、法務教官（少年院の先生）、裁判
所書記官、国税専門官、民間企業、起業家など、進路は多様だ
と聞く。
「現場に学ぶのが大切｣と語るのは､先生自身が学生の時に
体験した家庭学校での時間が､後に大きな意味を持ったことに
も起因するのかもしれない｡

チャレンジと感謝
2021年春に服部先生の書かれた少年法の教科書が刊行さ
れる予定である｡５年間､原稿に向かってきた。とくに最近、“有
難い"と感じるという。
「信頼できる優秀な同僚と､若い有望な学生たちに囲まれ
て、この歳まで研究生活を続けられ､なんとか元気に教科書の
執筆にチャレンジできる。これは“感謝”しかないですよ｣と話
しながら､その先の夢を伺うと、料理作り、とくにイタリアンが
楽しそうだと快活に笑う。その姿にまだまだ旺盛な活力を感じ
ずにはいられない。　　

2021年度より法学部長を拝命いたしました杉原丈史です。本学法学部へ行政
法担当として赴任してから17年が経ち、その間、後述する同窓会の御支援もあっ
ての充実した研究教育環境の下で、フランス在外研究の機会も与えていただくな
ど、様々な御恩を賜りました。そこで、歴代の諸先生方に比べれば相当のスケール
ダウンは否めない未熟者ではございますが、報恩感謝の一念から、当学部の更な
る発展に向けて少しでもお役に立てるよう全力を尽くす所存です。
さて、法学部の現状につきましては、2020年4月に名城公園キャンパス（MKC）
という新天地を得て幸先よくリスタートを切るはずだったのですが、新型コロナ
ウイルス感染症の流行により、入学式中止、春学期開始の延期、入構原則禁止と
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法学部長就任のご挨拶と法学部の現状紹介法学部長就任のご挨拶と法学部の現状紹介
法学部長　杉原 丈史



9

OB・OG会合
開催報告

OB・OG会合
開催報告

「OB・OG会合」とは法学部同窓会会員が5人以上籍をおく、会またはグループで、
法学部同窓会長が「OB・OG会」として認めたもので、法学部卒業生がゼミナー
ル・卒業学年・クラブ・サークル・職場・在住地域で交流する会またはグループの会
合です。OB・OG会を開催された時、出席者1名につき、2,000円を助成します。

（限度額があります。詳しくは同窓会事務局へお問い合わせ下さい。）

8 9

山野ゼミ＋同窓会／2020年１月11日（土）

令和初の新年会が、１月11日（土）中区にある「丸の内かめい」にて開催されました。伊藤英樹
先生含む有志14名が、三連休の初日に万障操り合わせて集合。先生からは、「メンバーも卒業
してから40年を迎える方々もおられますが、40年たっても変らず元気な姿を見せてくれて嬉
しい。私も84歳になりますが、皆さんの目標になれるよういつまでも健康でいたい、皆さんも
身体には十分気を付けて下さい」旨の話がありました。メンバーからは「一昨年行った沖縄の
首里城が消失して残念。でも思いきって行っておいて良かった」などの想い出話や、「昨年行く
予定だったホンコンは中止して正解。次はポルトガルへ行こう」、「いや先生の年齢からすると
近いところがいい（笑）」「いや、人生100年時代、まだ若いうちに遠い所にいこう！」などいろんな意見が出て、結果、「幹事一任」
という先生のひと言で一件落着。楽しい近況報告やゲームの後、再会を誓って散会となりました。 鈴木　厚司 （S56年卒）

山野先生を囲んで６回目の同窓会です。毎年11月の恒例行事でしたが、いつもの
個室居酒屋が確保できなかったため、時期を変えて催しました。集まれなかったメ
ンバーも多く、少人数での宴席となりましたが、先生からバイタリティあふれる近
況を伺え、私たちが元気をもらって。名城キャンパスや映画・音楽など話題が尽き
ない２時間になりました。11月に元気な姿でここに集まろう！を合言葉に、お開き
となりました。 落合　幸夫 （H４年卒）

2020年１月12日、小林ゼミ第２回OB・OG会が行われました。小林先生と小林
ゼミOB・OGと現役生の総勢25名が集まりました。OB・OGの方達は、小林先生
との再会を懐かしむとともに卒業生同士で旧交を温め合い、他方、現役生は、これ
から控えた就職に向かって準備しておくことをOB・OGの方達に質問・相談するな
ど、とても盛り上がって交流をしていました。今後も定期的に開催していきたいと
思います。 照井　幹也 （H31年卒）

小林ゼミ　OB・OG会／2020年１月12日（日）

伊藤ゼミ会新年会／2020年１月11日（土）

令和2年度OB・OG講座中止について
令和2年2月中旬より国内にて、新型コロナウイルス感染のニュースが報じられる中、令和2年度のOB・OG講座
実施につきまして、当初はソーシャルディスタンスに配慮し、可能な限り対面授業による実施を考えていました
が、急速な感染拡大に伴いセキュリティが最も安全なチームズアプリを使用してのオンライン授業への変更を
検討・試行を重ねましたが、4月に入り実施を断念すると言う苦渋の決断に至りました。
予定をしていたOB・OG講師の皆様には気を揉ませ、大変申し訳なく思っていますが講座中止の決定直後に、県
の緊急事態宣言が発出された事を考えると現時点では適正な判断であったと考えており、ご了承を賜りますよう
御願い致します。

リレー 第11回

「私のふるさと」「私のふるさと」

私の故郷、生まれて育ったところは十四山村ですが、町村合併で弥富市と
なりました。高校も大学も下宿をしなかったので、生まれてから５８年間ず
っとここに住んでいます。田園風景の広がる静かな地域でありながら名古
屋駅まで電車で２０分、高速でも２０分程度と利便性のよいまちでもありま
す。
自慢になりますが、この弥富市は、新聞やテレビにたびたび登場します。
とくに有名なのは金魚で、日本でも有数の金魚の産地です。「弥富金魚」と
いわれ、日本にいる金魚の全品種である26種類がすべてそろう産地だそうです。
1994年（平成6年）7月には、日本人女性初の宇宙飛行士・向井千秋さんがスペースシャトル「コロンビア号」で宇
宙に行った際、「宇宙酔い」の原因を研究する為の実験対象として弥富の金魚が選ばれました。宇宙に行ってきた
金魚は「宇宙金魚」と呼ばれ、現在でも弥富市歴史民俗資料館のロビーに「宇宙金魚」の子孫が展示されています。
また、文鳥の産地としても有名です。歴史民俗資料館には、新聞にもとりあげられた“おもてなし職員”として人
気を集める白文鳥「ぶんちゃん」がいます。手にのせて触れ合える文鳥がいるので、この「ぶんちゃん」をめあてに
市外から文鳥ファンが訪れ、ふれあいを楽しんでいるそうです。
もう一つ、私の近所にある芝桜で有名な三ツ又公園を紹介します。水郷地帯のシンボル的な存在として、また、
地域のイベントや文化活動を行うための住民の交流の場所として利用されています。特に4月中旬から下旬にかけ
ての時期は、美しく咲く芝桜が見ごろとなります。よく地元のテレビや新聞でも紹介されます。また、カモやサギな
どの野鳥、フナ、コイなどの魚と出会えるところとしても知られています。
最後に、私と同じ６０年卒の同窓生、安藤正明さんの活躍を紹介します。安藤さんは現在、私の住んでいる弥富
市の市長をしています。日々、私たち市民の生活が向上するよう市政に懸命に取り組んでいます。同窓生が市政を
担っているのがこの弥富市です。同窓生の皆さんへ、「一緒に働きませんか」とのメッセージをいただきました。
お時間ができたら、ぜひ、弥富市に立ち寄っていただければと思います。近くには長島スパーランドという大きな
テーマパークもありますので・・・・・・。 愛西市立 立田中学校 校長　横井孝之（Ｓ60年卒）

金魚と芝桜のまち「愛知県弥富市」金魚と芝桜のまち「愛知県弥富市」

安藤正明さん（右）と筆者

2011年（平成23年）3月の東日本大震災の復興がまだ十分でない昨今、またまた災害が
たくさん起きています。最近では次の通りです。

これらの災害で、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた
方 と々ご遺族に対し、深くお悔やみ申しあげます。
法学部同窓会としては、今後とも支援活動に努めて参りますので、皆様のご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。そして、被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。

被災されたみなさまへのお見舞い

令和2年5月に大学より経済的に厳しい状況におかれている本学学
生への「新型コロナウイルス」拡大に緊急対策で困窮学生への支援
の依頼が6学部同窓会にありました。
法学部同窓会も会議を重ね同窓会として300万円の支援金を寄付
することといたしました。
尚、令和2年度の奨学生5名を決定し奨学金24万円（総額120万円）
も支援しました。
7月30日（木）引田学長より「いただいた寄付金は新たに創設した

『新型コロナウイルス感染症対策緊急奨学金』に充て学業の継続が困難な学生に対する支援として活用させていた
だく」と感謝の言葉と各同窓会長に「感謝状」を頂きました。
コロナが早く終息し学生達が勉強に運動に楽しい学生生活を送れることを願っています。

同窓会から困窮学生への緊急支援について

2018年９月　平成30年北海道胆振（いぶり）東部地震
2019年８月　九州北部の令和元年8月の前線に伴う大雨
同　年９月　令和元年房総半島台風（台風第15号）
同　年10月　令和元年東日本台風（台風第19号）
2020年７月　令和2年7月熊本豪雨
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担っているのがこの弥富市です。同窓生の皆さんへ、「一緒に働きませんか」とのメッセージをいただきました。
お時間ができたら、ぜひ、弥富市に立ち寄っていただければと思います。近くには長島スパーランドという大きな
テーマパークもありますので・・・・・・。 愛西市立 立田中学校 校長　横井孝之（Ｓ60年卒）

金魚と芝桜のまち「愛知県弥富市」金魚と芝桜のまち「愛知県弥富市」

安藤正明さん（右）と筆者

2011年（平成23年）3月の東日本大震災の復興がまだ十分でない昨今、またまた災害が
たくさん起きています。最近では次の通りです。

これらの災害で、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた
方 と々ご遺族に対し、深くお悔やみ申しあげます。
法学部同窓会としては、今後とも支援活動に努めて参りますので、皆様のご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。そして、被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。

被災されたみなさまへのお見舞い

令和2年5月に大学より経済的に厳しい状況におかれている本学学
生への「新型コロナウイルス」拡大に緊急対策で困窮学生への支援
の依頼が6学部同窓会にありました。
法学部同窓会も会議を重ね同窓会として300万円の支援金を寄付
することといたしました。
尚、令和2年度の奨学生5名を決定し奨学金24万円（総額120万円）
も支援しました。
7月30日（木）引田学長より「いただいた寄付金は新たに創設した

『新型コロナウイルス感染症対策緊急奨学金』に充て学業の継続が困難な学生に対する支援として活用させていた
だく」と感謝の言葉と各同窓会長に「感謝状」を頂きました。
コロナが早く終息し学生達が勉強に運動に楽しい学生生活を送れることを願っています。

同窓会から困窮学生への緊急支援について

2018年９月　平成30年北海道胆振（いぶり）東部地震
2019年８月　九州北部の令和元年8月の前線に伴う大雨
同　年９月　令和元年房総半島台風（台風第15号）
同　年10月　令和元年東日本台風（台風第19号）
2020年７月　令和2年7月熊本豪雨
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愛知学院大学 法学部 同窓会事務局
〒462-8739　名古屋市北区名城３丁目１-１（名城公園キャンパス内）
TEL：052-911-1011（代） 内線：2303　FAX：052-911-1050

事務取扱時間：
月～金／９：30～16：30 （昼休み11：45～12：30）
土・日・祝日・大学の定める休業日はお休みです。（夏季・冬季休暇など事務休業日あり）

https://agu-houdousoukai.com/ houdoso@dpc.agu.ac.jpＥ-mailホームページ

●学術書出版助成　●在学生育英事業　●同窓会奨学金の給付
●ゲストスピーカー助成　●宅建講座助成

●同窓会会報の発行
●法学部卒業生向けメッセージパンフの発行
●同窓会ホームページの管理・運営

●会計監査

●資産の効率的かつ安全的運用の検討
●予算案・決算案の作成

●諸会議の実施　●会員名簿の管理　●OB・OG講座の充実

●総会の開催　●創立60周年記念事業　
●地方、支部同窓会との連絡調整　●OB・OG会合助成

広報部広報部

文化部文化部
監 事監 事

財務部財務部

事務局事務局

渉外部渉外部

●大学・各学部に組織された他学部同窓会
　との連携

連絡
協議会
連絡
協議会

同窓会活動インフォメーション同窓会活動インフォメーション
法学部同窓会では、理事会・常任理事会・各部局会議が随時行われ、同窓生の親睦と交流、
大学の発展に寄与するため、活動を行っています。

連絡先

住所・氏名・電話番号・勤務先等の変更が
生じた場合には、ご連絡をお願いします。
変更手続きは、同窓会会報に同封されてい
る変更届用紙の送付で行うことができます。

会 員 の 皆 様 へ

編集後記 オリンピック聖火リレーが始まりました。希望の灯火であり､人々の絆をリレーする。同窓会会報で、そんな
絆作り出来たらいいな。（三浦）

愛知学院大学 Vol.79
愛知学院大学法学部同窓会 〒462-8739 名古屋市北区名城3丁目1-1　愛知学院大学 名城公園キャンパス内

TEL：052-911-1011（内線2303） FAX：052-911-1050 
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同窓会ホームページのアドレスを変更しました。
同窓会の行事案内、近況等を随時発信しているほか、
キャンパス内の行事や施設を紹介した「フォトギャラリー」も公開しています。
当同窓会会報のバックナンバーも閲覧可能ですので、チェックしてください。

同窓会ホームページのリニューアル同窓会ホームページのリニューアル

HP「フォトギャラリー」より

■同窓会HPアドレス
　https://agu-houdousoukai.com/

■大学の最新情報はこちらから…
　https://www.agu.ac.jp/
　大学公式 facebook ページ
　https://www.facebook.com/aichigakuin

同窓会事務局からのお知らせ
法学部同窓会事務局は、名城公園キャンパス（MKC）にあるAGALS（アガルス）タワー３階にあります。

個人の部 ※学科欄の■■色つき部分は法学部の在学生です。

クラブ名 学　科 氏　名 大会名 成　績
　

準硬式野球部

相撲部

バレーボール部（男子）

競技ダンス部

　

ウェイトトレーニング部

日本拳法部

陸上競技部

　

射撃部

居合道部

　

軟式野球部

　

スィンギングオールスターズ

将棋部

書道部

商学科

健康科学科

心理学科

歯学科

健康科学科

グローバル英語学科

法律学科

健康科学科

現代社会法学科

総合政策学科

　

法律学科

歴史学科

法律学科

現代社会法学科

健康科学科

総合政策学科

総合政策学科

英語英米文化学科

総合政策学科

総合政策学科

経済学科

歴史学科

日本文化学科

健康栄養学科

日本文化学科

山元　瞭

小森　魁都

梶本　錬

佐野　清香

赤星　伸城

安田　美帆

土屋　潤人

宮城　晟

澤田　莉乃

石田　駆

　

加藤　隼悟

大池　杏奈

長宗　才賀

恒川　智生

花房　佑介

定盛　友紀

辻　直広

山下　大地

加藤　万夕香

藤村　ひかる

竹下　斗真

梶田　汐里

江口　万貴

安部　なる実

黒田　眞子

ベストナイン

ベストナイン

ベストナイン

ベスト８

セッター賞

サンバ5位

総合8位

総合2位

総合優勝

優勝

5位

一般女子の部：優勝

T46 400m：5位（日本新記録）

U-21エアピストル少年男子60発競技：準優勝

10mエアピストル男子立射60発：優勝

10mデジタルピストル男子立射60発：優勝

10mエアピストル男子立射60発：3位

段外の部：準優勝

ベストナイン

ベストナイン

ベストナイン

ベストナイン

優秀セレクション賞

優秀セレクション賞

優秀セレクション賞

優秀セレクション賞

準優勝

優秀特選

特選

特選

優秀賞

秋季リーグ戦

秋季リーグ戦

秋季リーグ戦

全日本女子相撲選手権大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

全日本学生競技ダンス選手権大会

都道府県対抗全国ダンススポーツ大会

ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会

アジアパワーリフティング選手権大会

中部学生ボディビル選手権大会

全日本学生ボディビル選手権大会

日本拳法中部総合大会

ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会

ジュニアエアガン大会

中部学生ライフル射撃新人戦

全日本学生スポーツ射撃選手権大会

東海学生居合道選手権大会

中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦

中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦

中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦

中部日本学生軟式野球連盟秋季リーグ戦

東海ビッグバンドコンテスト

東海ビッグバンドコンテスト

東海ビッグバンドコンテスト

東海ビッグバンドコンテスト

中部学生将棋大会新人王戦

全国年賀はがきコンクール

全国年賀はがきコンクール

全国年賀はがきコンクール

文化創造デジタル作品コンクールデザイン書道部門

この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）
令和2年度　表彰を行ったクラブ団体及び個人です。　　(対象期間:令和元年9月～令和2年9月)

団体の部

※その他、歯学部、薬学部の学生が歯科、薬学生を対象とした各種大会で優秀な成績を収めています。

クラブ名 大会名 成　績
アイスホッケー部

硬式庭球部

準硬式野球部

バレーボール部（男子）

フライングディスク部

空手道部

バレーボール部（女子）

居合道部

よさこいサークル「常笑」

ARTフットサルクラブ

スィンギングオールスターズ

映画部

2部：3位

ベスト8

ベスト4

優勝

優勝、ベストサポート賞

ウィメンの部：8位

女子：準優勝

準優勝

4位

準優勝

総合：準優勝

総合：準テレビどまつり大賞

4位

準優勝

観客賞（最優秀作品賞）

日本学生氷上競技選手権大会セカンドディビジョン

全日本大学対抗テニス王座決定試合

全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東海ブロックラウンド

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

全日本U21アルティメット選手権大会西日本予選

秋季東海地区大学空手道選手権大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

全日本居合道大会

東海学生居合道選手権大会

おんさいEXPO

にっぽんど真ん中祭り

びわこカップ大学フットサル地域交流選抜交流大会

東海ビッグバンドコンテスト

関西学生映画祭

※その他、歯学部、薬学部の学生が歯科、薬学生を対象とした各種大会で優秀な成績を収めています。 
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この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）この1年間のクラブ活動成績（個人・団体）
令和2年度　表彰を行ったクラブ団体及び個人です。　　(対象期間:令和元年9月～令和2年9月)

団体の部

※その他、歯学部、薬学部の学生が歯科、薬学生を対象とした各種大会で優秀な成績を収めています。

クラブ名 大会名 成　績
アイスホッケー部

硬式庭球部

準硬式野球部

バレーボール部（男子）

フライングディスク部

空手道部

バレーボール部（女子）

居合道部

よさこいサークル「常笑」

ARTフットサルクラブ

スィンギングオールスターズ

映画部

2部：3位

ベスト8

ベスト4

優勝

優勝、ベストサポート賞

ウィメンの部：8位

女子：準優勝

準優勝

4位

準優勝

総合：準優勝

総合：準テレビどまつり大賞

4位

準優勝

観客賞（最優秀作品賞）

日本学生氷上競技選手権大会セカンドディビジョン

全日本大学対抗テニス王座決定試合

全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東海ブロックラウンド

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

全日本U21アルティメット選手権大会西日本予選

秋季東海地区大学空手道選手権大会

東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会

全日本居合道大会

東海学生居合道選手権大会

おんさいEXPO

にっぽんど真ん中祭り

びわこカップ大学フットサル地域交流選抜交流大会

東海ビッグバンドコンテスト

関西学生映画祭

※その他、歯学部、薬学部の学生が歯科、薬学生を対象とした各種大会で優秀な成績を収めています。 
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▲名城公園キャンパス

昭和36年(1961年)に法学部第1回卒業生が卒業してから、令和3年(2021年)の今年
で60年が経ちました。これを記念して法学部同窓会創立60周年記念式典・懇親会
を開催する予定です。
懐かしい友と語り合いながら、名古屋東急ホテルにてホテル自慢の料理をお楽しみ
ください。

日　時　

場　所　

会　費

          

2021年6月26日（土）
受付 午後4時から

名古屋東急ホテル

一人 10,000円（会員のみの参加となります）
（2020年と2021年3月学部卒業会員は5,000円です）

会費は当日徴収させて頂きます。当日の欠席はご遠慮ください。
※詳細は3頁をご覧ください。

お願い
記念式典・懇親会などについては、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響により変
更または中止になる場合がございます。
このような場合は、法学部同窓会ホームページに掲示して、ご案内させていただきます。
ホームページにて、ご確認をお願いいたします。

https://agu-houdousoukai.com/

法学部同窓会創立60周年記念式典・懇親会法学部同窓会創立60周年記念式典・懇親会


